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「ビデオの日」実行委員会 
  

 
 

“映像 百花繚乱”上映会 2019 開催決定 
新作を中心とした様々なコンテンツを、入場無料で楽しめる屋外上映会 

同時開催 『あなたの街でもビデオの日』全国上映会 
 
「ビデオの日」実行委員会（主管：一般社団法人日本映像ソフト協会）は、11 月3 日の「ビデオの日」を

記念した様々なキャンペーンを今年も予定しております。この度、東京国際映画祭(2019 年10 月28 日(月)
～11 月5 日(火))とのコラボイベントを開催することが決定いたしました。また、本年度はこのコラボイベントを全
国へと展開する『あなたの街でもビデオの日』全国上映会も開催することが決定いたしました。 

 
＜イベント名称＞ 

東京国際映画祭×11 月3 日はビデオの日 コラボイベント 
“映像 百花繚乱”上映会2019 

＜実施概要＞ 
開催日 ： 2019 年10 月29 日（火）～11 月2 日（金） 
会 場  ： 東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場 
主 催  ： 公益財団法人ユニジャパン（第32 回東京国際映画祭実行委員会） 

「ビデオの日」実行委員会 
入 場  ： 無料 
 
企画内容 ： 第32 回東京国際映画祭の期間中、昨年大好評だっ
た東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場に、本格的な野外シアタ
ーが再びやってきます。「ビデオの日」に賛同するメーカー各社の提供によ
り、『ラ・ラ・ランド』『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』『ボヘミアン・ラ
プソディ』等をはじめ、バラエティ豊かなビデオソフトのコンテンツを毎日上
映！ショッピングやビジネスなどで日比谷にお越しいただいた皆様に自由
にご鑑賞(無料)いただき、ビデオの楽しさを再発見していただきます。 

なお、上映作品・上映スケジュールにつきましては、後日「11 月3 日はビデオの日」公式ホームページにてご
案内いたします。（「11 月3 日はビデオの日」公式ホームページ  https://videonohi.jp/ ） 

 

× コラボイベント 

 

昨年上映会の模様 

https://videonohi.jp/


 

◎同時開催 『あなたの街でもビデオの日』全国上映会 

＜イベント名称＞ 
『あなたの街でもビデオの日』全国上映会 

＜実施概要＞ 
開催日 ： 2019 年10 月25 日（金）～11 月4 日（月・祝） 
会 場  ： 下記15 会場参照 
主 催  ： 「ビデオの日」実行委員会 
協 力  : 東京国際映画祭 
協 賛  : パナソニック株式会社 
入 場  ： 無料 
 

企画内容 ：昨年大好評だった東京国際映画祭×「11 月3 日はビデオの日」コラボイベントを東京だけにとど
まらず、よりビデオファンの近くで開催することを目的として全国展開を目指した企画。上映作品も本企画に賛同
するメーカー各社の協力により『ゴジラ』や『ボヘミアン・ラプソディ』等様々な作品を予定。各エリアごとにビデオの
楽しさを再発見していただきます。 
 
 
 
 

＜実施会場＞ 

 

エリア 日時 曜 開演 会場 場所 上映作品

宮城/仙台 10/29 火 19:30～ MOVIX仙台　シアター1
仙台市太白区7丁目20-15 ザ・モー
ル仙台長町Part2内

ジョン・ウィック

静岡/浜松 11/4 月 13:30～
アクトシティ浜松　コングレスセン
ター31会議室

浜松市中区板屋町111-1
ビルド NEW WORLD 仮面ライダークロー
ズ、ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS

大阪/梅田 11/4 月 17:15～ シネリーブル梅田
大阪市北区大淀中１丁目1-88 梅田
スカイビルタワー イースト 4Ｆ

ゴジラ（昭和29年度作品）

広島/広島 11/1 金 21:30～ サロンシネマ１
広島市中区八丁堀16-10 広島東映
プラザビル8F

ゴジラ（昭和29年度作品）

鳥取/米子 11/4 月 13:30～ ライブハウスBexx米子
米子市末広町311 イオン米子駅前店
3F ガイナックスシアター 内

ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃

徳島/板野郡 11/3 日 14:00～ 北島町立図書館・創世ホール 板野郡北島町新喜来南古田91 ゴジラ（昭和29年度作品）

福岡/福岡 11/1 金 18:00～
福岡市美術館　ミュージアムホー
ル

福岡市中央区大濠公園1-6 ボヘミアン・ラプソディ

福岡/久留米 11/1 金 19：00～ えーるピア久留米 視聴覚ホール 久留米市諏訪野町1830-6 上映作品調整中

佐賀/佐賀 11/3 日 14:00～
佐賀市福祉保健会館（ほほえみ
館）視聴覚室

佐賀市兵庫北3丁目8 ビルドNEW WORLD 仮面ライダークローズ

佐賀/唐津 10/26 土 14:00～
唐津市民交流プラザ　多目的
ホール

唐津市南城内1-1 ボヘミアン・ラプソディ

長崎/長崎 10/25 金 18:50～ メルカ築町5Fホール 長崎市築町3-18 ボヘミアン・ラプソディ

熊本/熊本 10/27 日 13:00～ フリースペース&bar tsukimi
熊本市中央区南千反畑町1-3満月ビ
ル2F

ゴジラ（昭和29年度作品）、怪獣総進撃、
ゴジラVSデストロイア

熊本/菊池 11/3 日 13:30～ 菊池市中央図書館 菊池市隈府872 ボヘミアン・ラプソディ

宮崎/高鍋 11/2 土 14:00～ 高鍋市美術館 児湯郡高鍋町大字南高鍋6916-1 ボヘミアン・ラプソディ

鹿児島/名瀬 11/3 日 18:00～ 大浜海浜公園内、海洋展示会前 奄美市名瀬大字小宿701-1 ボヘミアン・ラプソディ



 

■11 月 3 日は「ビデオの日」とは 

「11 月3 日の祝日は、ゆっくり自宅でビデオを観てほしい」という気持ちを込めて、JVA と CDVJ が共

同で 2016 年に「ビデオの日」実行委員会を設立し、制定した記念日です。 

 

【「ビデオの日」実行委員会について】 

一般社団法人日本映像ソフト協会と、日本コンパクトディスク・

ビデオレンタル商業組合が、ビデオのもつ楽しさ、魅力に再び

気づいてもらう為、「ビデオの日」実行委員会を設立。1996 年

11 月に DVD が発売されて 2016 年で 20 年。2006 年 11 月に

ブルーレイが発売されて 10 年。それぞれの誕生を記念して

「11 月のお休みの日にはゆっくりおうちでビデオを見てほしい」という気持ちを込め、一般社団法人記念

日協会認定の元、2016 年より毎年 11 月 3 日（祝日）を「ビデオの日」とし、ビデオソフト市場の活性化を

目指した各種施策の実施等、業界全体で盛り上げてまいります。 

 

【一般社団法人日本映像ソフト協会について】 

映像ソフト（劇映画、アニメーション、コンサート、カラオケ、報道、スポーツ、

教育・教養等の映像及びこれと一体的に記録された音響であって、テープ又

はディスク等に記録され、または、電気通信回線等を通じて送信可能状態に

されたものをいう。）に関する調査及び研究、規格・基準の策定、倫理基準の策定等を行うことにより、映

像ソフトの普及向上並びに映像ソフト事業及びその関連産業の振興を図り、もって国民生活の向上と我

が国の産業経済、文化の発展に寄与することを目的とする。 

○所在地：東京都中央区築地 2-11-24 第 29 興和ビル別館 2F 

○URL： http:// jva-net.or.jp/ 

 

【日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合について】 

全国のビデオ、ＣＤ及びコミックレンタル業を営む 2,430 店舗 284 組合員

（2019 年 9 月現在）の健全な経営の発展に資するため、業界全体に関わ

る事業に積極的に取り組む。併せて、我が国の音楽、映像産業の一層の

発展とエンターテイメント産業の確立に向け、流通を代表して制作者との円滑な関係を維持、促進するた

めの施策を行うことを目的とする。 

○所在地：東京都千代田区神田神保町2-22 カンナビル 3F 

○URL： http://www.cdvnet.jp/ 

 
 ＜“映像 百花繚乱”上映会2019に関するお問い合わせ＞ 

一般社団法人日本映像ソフト協会  

担当：八十河(やそかわ)  

TEL 03-3542-4433 

yasokawa@jva-net.or.jp 

 

＜全国上映会に関するお問い合わせ＞ 

日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合 

担当：姫野（ひめの） 

TEL 03-3234-8824 

yhime@cdv-j.or.jp  
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